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お正月の伝統的な遊びをとおして、
三世代の交流を深めようと、一月十
一日（月・祝日）
、須佐公民館で『百
人一首大会』を開催しました。
参加者は二十四人。小倉百人一首
に詳しい、松原の原隆子さんに百人
一首の由来や並べ方、取り方などの
ルールを指導いただいたあと、三つ
のグループに分かれて個人戦の対戦
を行いました。

参加者の中で、いちばん高齢の増
野典子さん（中津）は、上の句を聞
いただけで誰よりも早く手が動き、
札を跳ね飛ばすほどの持ち主。その
動きの早さにまわりも圧倒されるほ
どでした。子どもたちも、一枚でも
多く取ろうと一生懸命並べた札を眺
めていました。

下の句を聞くまで札とにらめっこ。
子どもたちも真剣です。

この百人一首大会は毎年この時期
に開催する予定です。みなさんもぜ
ひ、参加してみてはいかがですか。
なお、大会結果は次のとおりです。
○大人の部
優勝 大谷智代さん（まてかた）
子どもの部
優勝 中村一尋くん（押谷）

一月十七日（日）
、サンビレッジ浜
田で毎年恒例の『スケート教室』が
開催されました。
毎 年 人気 の この 教 室。 参加 者 も
年々増え続け、今年は例年を上回る
参加者となりました。
初めて参加する子どもたちは、靴
の履き方も一苦労。インストラクタ
ーの方や引率の保護者の方に手伝っ
てもらいながら、やっと履くことが
できました。

滑れる子どもたちは、友達と鬼ご
っこをしたり、女の子は次のステッ
プ回転の練習をしていました。
滑れない子どもも、少し練習すれ
ばアッという間に上達。
「また来年も
行きたいと」意欲満々でした。

「１，２，３でひざに手をやって…」

「ちょっとこわいよー！」

原さんから札の並べ方を教わる参加者

インストラクターの方から指導中…うまくすべれるかな？

作成中は真剣！

作業中は、先生から教わったこと
を参加者同士で確認しあいながら和
気あいあいとした雰囲気の中で行わ
れました。完成すると、
「すごくかわ
いい！」
「すてき！」とお互いに作品
を見せ合ったりしていました。

みんな手元に夢中…
かわいい椿の花ができあがりました。
とってもきれいですね。

一月十九日（火）
、須佐公民館であ
おば勉強室（婦人学級）
、
『椿の実を
使った手芸教室』が開催されました。
講師は、地元で活躍されているグ
ループはなみずきさんの大田紀代先
生。
乾燥させてニスを塗った椿の実に、
布 で触角や 芯をつく って貼り つけ
「椿の花」を完成させました。また、
ピンをつけてブローチも製作しまし
た。
大田先生に指導を受ける学級生。
「こう
やって、ああなるの？」

二月二日（火）
、三日（水）の二日
間にわたって須佐公民館『パソコン
講座』を開催しました。
今回は、午前に初心者講座、午後
はステップ講座と分けて行い、文字
の打ち方やパソコンの便利な機能、
インターネットについて学習しまし
た。
参加者の中には、家でパソコンを
使っている方もいるようでしたが、
機能については知らないこともたく
さんあったようで、
「こういうことも
できるのか」と感心していました。
また、初心者の方もメモ書きをしな
がらパソコンの画面に向かって熱心
に取り組んでいました。

二月三日（水）は節分の日。
未就園児を持つ親子が集まり、須佐
公民館で豆まき体験をしました。
放課後子ども教室の子どもたちが
つくった段ボールの鬼をめがけ、子
どもたちが広告紙で丸めたボールを
投げ入れます。最初は、少し遠慮が
ちに投げていましたが、慣れてくる
とお母さんたちが一生懸命つくって
くれたボールの海で大はしゃぎ。鬼
の面をしっかり頭にかぶってハイテ
ンションのどもたちでした。
次回は、二月二十五日（木）に須
佐公民館で「子育て講座」～ペープ
サート人形劇～を行います。

一月二十二日（金）午後七時から
萩市民館で、市民大学教養講座「片
山善博講演会」が開催されました。
須佐地域からも多くの方が聴講しま
した。

「地方自治とは…」語る片山さん

一月二十三日（土）に弥富公民館
で日本漢字検定が実施されました。
初の試みとなる漢字検定にもかか
わらず、小学生から大人まで三十人
と多くの方に受検いただきました。
検定試験に取り組んでいる様子は、
みなさん真剣そのものでした。日頃
の勉強の成果は発揮できたでしょう
か？結果が出るまでしばらくかかり
ますが、楽しみにしていてください。
この漢字検定、来年度も実施する
こととしています。次回も上の級を
目指して、頑張ってください。
「受験の緊張した雰囲気を味わうの

■受験者の声

元鳥取県知事で現在は大学教授、
報道番組のコメンテーターとしても
活躍中の方とあって、市民館はほぼ
満席となる盛況ぶりでした。片山さ
んからは、今現在、世の中で起こっ
ていることや地方自治の中身につい
て分かりやすく、楽しく講演されま
した。
政治の情勢、社会のことは見出し
の言葉だけに踊らされるのではなく、
「その言葉の中身は一体何か？何が
行われようとしているのかをよく知
ること」とアドバイスをされました。

は、数十年ぶりでした。
（一般女性）
」
「とにかく全部埋めてみました。
（小
学生男子）
」

受験の合図を待つ小学生。
とっても緊張している様子…

一月十七日（日）
、須佐文化ホールで、
須佐スポーツ振興会がスポーツ研修
会を開催しました。
今回は、山口国体のマスコットソ
ングをダンスにした“ちょるるダン
ス”と、大きいボールを使って競技
する“キンボール”です。
ダンスは、照れくさそうでしたが
楽しく踊っていました。またキンボ
ールは、四人一チームで協力してボ
ールを操る競技。どれも常に動き回
る研修内容で、最後はみんなバテバ
テ状態でした
須佐スポーツ振興会では、スポー
ツ活動を支援、協力していただける
方を募集しています。まずは気軽に
声をかけてください。お問い合せは、
須佐公民館まで。お待ちしています。

キンボール…チームワークが勝利の鍵

平成二十年に山口県が行った調査
では、中学生の三五％、高校生の九
五％が携帯電話を保有しています。
そのうち三割が携帯電話を使って有
害情報にアクセスした経験があり、
その利用実態を保護者がほとんど把
握していないという調査結果がでて
います。携帯電話は便利な反面、使
い方しだいでは危険な道具となりま
す。また、友達からメールが来ない
と不安になるなど、携帯電話の依存
症となり学習に集中できなくなるこ
ともあります。
携帯電話を子どもに持たせる場合
は、使い方をしっかり親子で話し合
いましょう。
《子どもたちをケータイ・インターネ
ットの危険から守るために》
①持たせる必要があるか十分検討す
る。
②持たせる前に、まず家庭でルール
をつくる。
（ルールの一例）
・食事中に携帯電話を使わない。
・使用料金の上限は○○円まで。
・ルールを破ったら携帯電話を取り
あげる。
・フィルタリングを必ずつける。
（アダルトサイトや有害情報への
アクセスを制限する機能。
）

「平成二十一年度公民館報コンクー
ル」に今年も『須佐地域公民館だよ
り』を応募したところ、見事、優秀
賞をいただきました。
今年で四年連続の受賞となります。
授賞式は、一月二十五日（月）に
山口県庁で行われ、賞状と盾をいた
だきました。
公民館だよりの発行につきまして
は、地域の皆さんのご支援、ご協力
がなくしてはできません。今まで記
事の掲載や投稿をしていただいてい
る皆さんには感謝申し上げます。
今後も、公民館だよりを末永くご
愛読していただきますよう、よろし
くお願いします。

その中で、川の流れの強さを体験
することや、きれいな川に空き缶や
ガラス、ビニール等のゴミが流れて
いることなどに気づいてきます。生
きた教材がそこに存在しているので
す。子どもたちは、川遊びが大好き
です。危険だからと今まで川で遊ぶ
ことを禁止してきましたが、安全を
確かめ、ルールを定めて、浅い場所
のみ遊べるようにしました。
私達が幼い時の遊び場は、海や川
や山でしたので、そこでさまざまな
ことを経験し、学んできました。そ
こには、いろいろな宝物があり、胸
躍ることもたびたびあり、今の自分
にいたる素地だったのです。バーチ
ャル 仮(想の世界 で)はない実在の世
界があったのです。
昨年の秋、こんなことがありまし
た。
カニや魚を捕りに、にこにこ・な
かよし学級の児童三人と須佐川上流
の中畑に行く途中のことでした。刈
られた田んぼの中で動く物体が目に
つきました。よく見ると、イノシシ
の子「うり坊」ではありませんか。
お互い目を交わしながら、捕って
飼う？ということになり、うり坊捕

萩市立育英小学校 校長 築 橋 研 二
育英小学校は、平成二十一年度・二
十二年度に文部科学省の道徳教育研
究指定校を受け、道徳を要に全学校
教育活動を推進しています。この度
の法改正により「伝統と文化を尊重
し、それらをはぐくんできた我が国
と郷土を愛し」
「公共の精神を尊び」
「国際社会の平和と発展」が付け加
えられました。小学校では豊かな体
験活動の充実が問われ、基本的な生
活習慣、規範意識や善悪の判断が重
視されています。
本校では、児童の目標として「明
るいあいさつ」
「正しい言葉遣いで伝
え合う」
「ボランティアの実践」を掲
げ実践しているところです。
昨年夏から、ふるさと須佐をもっ
と知ろうということで、須佐川を知
るために生き物を調べたり、飼育し
たりと楽しい活動をしています。夏
には枯れてしまう須佐川も思いの外、
多くの生き物が生息しています。
活動の時間は、網とバケツを手に、
川用の靴を履いて、鮎やゴリ、エビ
やカニを追いかけ河原はとてもにぎ
やかになります。あちこちで掛け声
や悲鳴が上がり、子どもはこうでな
くちゃあと思わずにはおられません。

獲作戦は決行されました。辺りに
親がいれば危険ですが、よくよく
見てもそれらしきものは見あたり
ません。きっと、親とはぐれてし
まったのでしょう。それではと、
一斉にうり坊めがけて突進です。
うり坊もさすが野生児、素早く逃
げ出します。大の大人三人と、子
ども三人は、声を荒げながら追い
かけます。この子達こんなにたく
ましかったかしら？狩猟民族の血
でしょうか？何も指示しないのに、
うり坊を中心に包囲網ができてい
ました。たくましい某女先生が、
着ていたジャンバーを脱ぎ、うり
坊を捕まえようとしています。そ
れを見たＯ君も上着を脱ぎ、捕ま
えようとします。しかし、敵もさ
る者その手をかいくぐって逃げ出
します。そんなやりとりを何度か
するうちに、こちらの体力が続か
ず、諦めることになりました。こ
んな経験は、めったにできるもの
ではありません。また、このこと
を通し子ども達のたくましさを知
ることができました。子ども達の
この経験はふるさと須佐の素晴ら
しい思い出として、ずっと残って
いくと思います。
須佐は、海、川、山の自然に恵
まれています。自然に触れ、そこ
での体験から生きる力を身につけ
てほしいものです。そして、須佐、
いや日本のために頑張る大人へと
成長して欲しいと願っています。

弥富公民館・須佐歴史民俗資料館
では、伊良尾火山の地層剥ぎ取り標
本を玄関やロビーに展示しています。
この標本は、今から三〇～四〇万
年前に起こった伊良尾火山の大爆発
により、噴煙からマグマの破片（火
砕物）が降り注ぎ、地表を覆いなが
ら堆積した地層を剥ぎ取ったもので
す。
一度剥ぎ取った地層から、もう一
度剥ぎ取る方法により実際の地層と
同じ向きで見ることができます。
ぜひ、ご覧ください。

廻船図絵馬（栄徳丸）６２．０㎝×９２．９㎝
※奉納年が判明する中で最古のもの（１８０４年）

須佐高山の「宝泉寺・黄帝社奉納
船絵馬」四十九点が一月十五日、国
の重要有形民俗文化財の指定を受け
ました。この船絵馬は、昭和六十一
年に県の文化財に指定されていまし
たが、このたび国の文化審議会の答
申を受けて決定したものです。
絵馬は、江戸時代から明治にかけ
て奉納されたもので、古くから高山
の黄帝社は船乗りの信仰が厚く、須
佐や江崎に寄港した際、海上安全を
祈って絵馬が奉納されたと考えられ
ています。なお、絵馬は、二月一日
（月）から萩博物館で五点を展示し
ています。お問い合せは萩博物館（０
８３８―２５―６４４７）まで。

須佐歴史民俗資料館で展示されている標本（右）
詳しくは説明板（左）に記載しています。

防長風土注進案（天保～弘化の頃
一八三〇―四八年防長各村の風土・
産業・風俗・習慣を記録したもの）
によると、
「須佐村之儀に御坐候へば、
餘村と違い風俗人気もさまざまにて
一やうには無御坐候・・・」須佐村
は領主益田氏の所在地であったので
阿武郡北部の政治、経済、文化の中
心地として栄えていたので、上下の
身分により生活様式も種々な違い、
町民、農民は諸事節約し質素な生活
を営んでいたことがうかがえます。
こうした質素倹約の中で、季節の
素材を最大限に生かした郷土料理が
考案されています。

【けんちょろ】
（けんちょう）

山口県のほぼ全域で食されてい
る郷土料理で、逆に山口県外で目
にする機会は少ないのが現状、大
根が大量に出回る冬場のもので、
大量に作り温め直すことで、味が
なじみ美味しいとされています。

■材料／４人分
大根３６０ｇ にんじん１００
ｇ 油あげ１丁 豆腐半丁 里
芋１５０ｇ

■作り方
①大根、にんじんを薄くいちょう
切りにし、油あげも小さく切る。
②里芋は皮をむいて、少しかため
に下茹し、水で洗いぬめりをとっ
ておく。
③豆腐は乾いた布巾に包み水気を
きってしぼる。
④鍋に油を入れて温め、大根、里
芋を入れ炒め、豆腐、油揚げも加
えて炒める。
⑤醤油を入れて中火で煮る。水分
が不足の時は水を足す。好みで砂
糖を入れる。
（こんにゃく等も入れてもよい）
大量に作り、何度も温め直すと美
味しいものになる。

～ 『 次世 代に つ なげ よう
郷 土 料理 萩 地 域版 』か ら ～

昭和六十二年に視覚障
害 者 のた め の朗 読 ボラ ン
ティア養成講座があり、Ｎ
Ｔ Ｔ 山口 放 送部 長 の富 本
先 生 によ り 三回 の 研修 会
が行われ、それを期に朗読
ボ ラ ンテ ィ ア「 れ んげ の
会」が平成元年に発足。
さらに、民放アナウンサ
ーの研修、県下の視察研修
や交流会を行い、図書館の
読 み 聞か せ 講座 等 にも 参
加して学習会を重ね、広報
紙や本などを朗読し、録音
テ ー プと し て届 け る活 動
をする中で、福祉施設の訪
問 や 地域 の 福祉 活 動に 参
加してきました。
発足から二十二年にな
りますが、会員も今は五人
で活動しています。
現在は、録音テー
プの作成と、保育園
や小学校の読み聞か
せに行かせていただ
いていますが、子ど
もたちの元気で明る
い笑顔に励まされ、
ボランティアができ
る喜びに感謝しなが
ら頑張っています。
ぜひ私たちと一緒
に活動してみません
か？新会員の方の入
会をお待ちしていま
す。
●連絡先
西村君子
（山根丁東）
℡６―２４５３

〈俳 句〉

蕗の薹一寸苦味が食の友

（浦 西） 林 竹子

（下三原下） 石橋東岳

とう

歳重ね互いに背丸く冬帽子

（横屋丁） 茂刈富江

ふき

ママの手を待つ託児所の冬帽子

（青葉台） 津守マキ子

（山根丁東） 仁保逸朗

煮凝りの目玉まっさき喰われけり

（青葉台） 津守モト子

亡き母の残せし手編み冬帽子

山眠る奥にけものの眼が光る

（一 区） 石川崇子

（まてかた） 山崎 尚

嫁入りの噂ちらほら狭き里

（六 区） 立野イネ子

大寒に燃えるオバマ氏長に就く

春雲になやめる花をいとおしむ

〈短 歌〉

初春の久しき友の年始状
したためしこと読みて懐かしむ （青葉台） 田村雅利

赤い帽子よだれかけ迄ふき飛んで
地蔵菩薩の凛と立ちおり （一 区） 石川崇子

寒さが雪を引き連れて
明日は来るとて予報士告ぐる （本町上） 岩本美子

※（須公・弥小・鈴小）

須佐地域の人口（Ｈ２１．１２月末現在）

●子育て講座

（図）は須佐図書館、
（公）は各公民館、
（須公）は須佐公民館
（弥公）は弥富公民館、各保育園・学校については略してあります。
※は放課後子ども教室

ちょう

※（図）

毎日が慌ただしく、周りのことが
精一杯でなかなか自分に余裕が持て
ない日が続いています。
「ゆとりのあ
る生活」をいつも心において生活し
ているのですが、思うようにいかな
いのが現状です。どうすれば、ゆと
りある生活ができるのか。そのひと
つには、家族の協力も必要なことだ
と思います。最近「家族とは？」を
よく考えます。自己中心的で周りの
見えない人にはならないでと息子た
ちにはよく話しますが…私自身も考
え直すところがあるかも…
編集者 Ｏ・Ｅ

ソフトバレーボール弥富大会

～訂正とお詫び～
先月号（１月号）の「生涯学習
作品コーナー（俳句）
」に間違いが
ありましたので、お詫びをして訂
正いたします。

※（須公・弥小・鈴小）

誤…ゆったりと 蔦 の螺旋初御空
津守モト子

春分の日
振替休日

とんび

※（図）
育英小・弥富小・鈴野川小卒業式
須佐・弥富保育園卒園式

↓

※（図）
第８回スポーツ少年団卒業記念バレーボール大会ＩＮ弥富

世界寺子屋運動の一環で、教育の機
会に恵まれない方への支援に役立
てます。各公民館窓口へ回収ボック
スを設置していますので、ご協力を
お願いします。
●設置期間 ２月末まで
※（須公・弥小・鈴小）

正…ゆったりと 鳶 の螺旋初御空

須佐さつき学級・あおば勉強室合同視察研修

○と き ２月 日（木）
午前 時～ 時
○ところ 須佐公民館 多目的室
○講 師 更生保護女性会
○対 象 未就園児を持つ親子
○その他 子育てに関心のある地
域の皆さんも歓迎します。お気軽
にお越しください。

※（須公・弥小・鈴小）

★お問い合せは、各公民館へ
須佐公民館 ６―２３１０
弥富公民館 ８―２０４４

世帯数
人口
前月比
１，１９５戸 ２，６０６人 （－６人）
３０９戸
６９２人 （－４人）
１，５０４戸 ３，２９８人 （－１０人）

須佐
弥富
合計

容

●須佐さつき学級・あおば勉強室
合同「萩・視察研修」

３０

※（須公・弥小・鈴小）
色えんぴつ画教室（須公）
須佐さつき学級「歯の健康講座」
須佐中卒業式
習字教室

○と き ３月５日（金）午前９
時 分須佐公民館出発～午後５時
○ところ 萩リサイクルセンター
萩博物館・松陰神社・至誠館
○対象者 須佐地区一般成人
○参加費 １４００円
○申込み ２月 日（木）までに
須佐公民館へ

６０

内

１２

●須佐さつき学級「歯周病対策で
健康力アップ～からだの健康は歯
と歯ぐきから～」
１０

事
行

１０ ２５

２５

○と き ３月 日（水）
午後２時から３時 分
○ところ 須佐公民館 講座室
○講 師 仁保歯科医院
院長 仁保光昭
○対象者 須佐地区 歳以上の方
○申込み ３月５日（金）までに
須佐公民館へ

奈古高須
佐

エンジョイグラウンドゴルフ大会

※（図）

習字教室
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